
同時配信に係る権利処理円滑化について
【映像実演】

一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構(aRma) 理事
一般社団法人 日本音楽事業者協会専務理事

中井 秀範

資料１－２



2

放送番組の同時配信に係る権利処理円滑化について(映像実演)

・映像実演の場合、放送事業者は番組制作時（出演契約時）に同時配信の
権利処理に関する直接の交渉機会を有する。従って、平成３０年４月２４
日の投資等ＷＧにおいて示した通り、「放送の許諾」を得る時点で、併せ
て「配信の許諾」を得ることで、円滑な権利処理が可能。

・再放送番組の同時配信の権利処理についても、他の二次利用（ビデオグ
ラム化、オンデマンド配信など）と同様にaRmaによる包括的な集中処理ス
キームを活用することで、円滑な権利処理が可能。

・不明権利者問題については、引き続き、裁定制度の改善（不明者探索に
要する所要時間の短縮、手続きの簡略化など）を進めるとともに、aRmaを
活用した「拡大集中許諾制度」の導入可能性について、具体的な検討を進
めることが望ましい。

従って、基本的には、運用によって円滑な権利処理が
実現できる（許諾権の切り下げは不要）。
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その他の重要な論点

• 音楽実演と異なり、映像実演については一般にビジネス戦略上「露出コン
トロール」の重要性が指摘される。従って、実演家側の意に反する利用が
生じない様に十分な配慮が必要である。

• 出演契約等の交渉において、基本的に実演家側の立場が弱く、必ずしも契
約内容が明確になっていない実態がある。同時配信の許諾を含め、実演家
側が一方的に不利な契約を押し付けられないようにする必要がある。

• 外部制作会社が制作する放送番組について、放送番組であるにもかかわら
ず、ワンチャンスの扱いとされ、放送後の二次利用等に関する適正な対価
が実演家に支払われないケースがあり速やかに是正する必要がある。

• aRmaが全放送局共通で提供する権利処理のための申請管理システム
「ARMｓ」を、ローカル放送局も活用することで権利処理業務の
効率化が図れる。



aRmaにおける集中管理

aRmaは、著作権等管理事業者の届出を行い、 2015年より、放送番組二次利用
の許諾と使用料の徴収・分配を開始。非一任型権利者が行う権利処理の窓口業務
を担当するとともに、一任型による権利処理を実施している。また、不明者権利
者探索業務も実施し、放送局による裁定制度の利用をサポートしている。
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■申請受付数と申請内総実演家数（延べ人数）

※2015年度より著作権等管理事業者として申請受付を開始

2015年 2016年 2017年 2018年 合計

受付申請数 6,946 8,448 11,102 11,859 38,355

申請内実演家総数(延べ人数） 271,081 320,558 401,130 462,421 1,455,190

aRmaの許諾実績（放送番組の二次利用）

送信可能化
8,785 ﾋﾞﾃﾞｵｸﾞﾗﾑ化

208 

BS番販 181 

CS番販 766 

CATV番販 147 

海外番販
1,285 

機内上映 487 

申請受付数区分別内訳

送信可能化 ﾋﾞﾃﾞｵｸﾞﾗﾑ化 BS番販 CS番販
CATV番販 海外番販 機内上映

aRma
88.46%

管理外
11.54%

申請内実演家 内訳

aRma 管理外

※2018年度 申請区分別と実演家内訳


2018年度

				aRmaでの申請受付数　(2018年度)　　※集計期間：2018年5月～2019年4月 シンセイ ウケツケ ネンド シュウケイ キカン ネン ガツ ネン ガツ

						送信可能化 カノウ カ		ﾋﾞﾃﾞｵｸﾞﾗﾑ化		BS番販		CS番販		CATV番販		海外番販		機内上映		合計 ゴウケイ

				申請数 シンセイ スウ		8,785		208		181		766		147		1,285		487		11,859

				実演家数(申請内総数） ジツエンカ スウ シンセイ ナイ ソウスウ		336,991		12,548		5,706		30,444		3,237		64,586		8,909		462,421



				実演家　内訳 ジツエンカ ウチワケ

						aRma		管理外		合計 ゴウケイ

				実演家　内訳		409,701		53,350		463,051

						88.48%		11.52%		100%





aRma 申請受付数 区分別  (2018年度）



申請数	

送信可能化	ﾋﾞﾃﾞｵｸﾞﾗﾑ化	BS番販	CS番販	CATV番販	海外番販	機内上映	8785	208	181	766	147	1285	487	



2018年度申請内実演家　内訳



 [分類名] [値]
[CELLRANGE]
 [分類名] [値]
[CELLRANGE]

aRma	管理外	409701	53350	88.48%	11.52%	



実演家内訳（2018年度)



				回答内訳 カイトウ ウチワケ

				年度 ネンド		JAME						aRma								管理外 カンリガイ		合計 ゴウケイ

						JAME		個別 コベツ		申請者処理済 シンセイシャ ショリ スミ		aRma		個別 コベツ		申請者処理済 シンセイシャ ショリ スミ		PRE部分使用 ブブン シヨウ

				2018		103,140		10		5,981		266,269		11,033		21,965		673		53,350		462,421

						22.30%		0.00%		1.29%		57.58%		2.39%		4.75%		0.15%		11.54%



				1、事務所個別やPRE部分利用も全部aRma管理に含めたVer ジム ショ コベツ ブブン リヨウ ゼンブ カンリ フク

						①aRma
（申請者処理済・JAME個別・
aRma個別・PRE部分使用を含む） フク				②管理外						合計 ゴウケイ



				2018		409,071				53,350						462,421

						88.46%				11.54%						100%



				2、ARMｓ経由で支払していない回答は管理外に含めたVer　※申請者処理済はaRmaに含む ケイユ シハラ カイトウ カンリガイ フク シンセイ シャ ショリ ズ フク

						①aRma (申請者処理済含む） フク				②管理外・その他（JAME個別、aRma個別、PRE部分使用） ホカ						合計 ゴウケイ



				2018		397,355				65,066						462,421

						85.93%				14.07%						100%

				2018年度　団体別内訳　 ネン ド ダンタイ ベツ ウチワケ

				回答総数 カイトウ ソウ スウ		JAME				aRma				FMPJ				PRE				MPN				歌協				演芸 エンゲイ				民謡 ミンヨウ				管理外 カンリガイ

				462,421		109,131		23.60%		2,758		0.60%		21,782		4.71%		271,693		58.75%		3,190		0.69%		187		0.04%		330		0.07%		0		0.00%		53,350		11.54%

						※「個別」「申請者処理済」「PRE部分使用」を含め、回答団体名のみで分別した数字です カイトウ ブンベツ スウジ





年度別

				aRmaでの申請受付数と申請内総実演家数（延べ人数）　※年度別　 ノ ニンズウ ネンド ベツ														申請数 シンセイ スウ

						2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン		合計 ゴウケイ				年度 ネンド		送信可能化 カノウ カ		ﾋﾞﾃﾞｵｸﾞﾗﾑ化		BS番販		CS番販		CS(自社)		CATV番販		海外番販		機内上映		合計 ゴウケイ

				受付申請数 ウケツケ シンセイ スウ		6,946		8,448		11,102		11,859		38,355				2011年度 ネン ド		2,075		291		46		415		375		191		914		124		4,431

				申請内実演家総数(延べ人数） シンセイ ナイ ジツエンカ ソウ スウ ノ ニンズウ		271,081		320,558		401,130		462,421		1,455,190				2012年度 ネン ド		2,901		261		62		326		465		246		1,192		157		5,610

																		2013年度 ネン ド		2,700		341		84		451		386		160		1,214		252		5,588

																		2014年度 ネン ド		3,265		260		70		592		379		148		1,419		298		6,431

																		2015年度 ネン ド		4,135		279		114		528		240		137		1,194		319		6,946

																		2016年度 ネン ド		5,501		222		136		477		282		158		1,348		324		8,448

																		2017年度 ネン ド		8,149		218		123		496		305		138		1,248		425		11,102

																		2018年度 ネン ド		8,785		208		181		481		285		147		1,285		487		11,859

																		実演家数 ジツエンカ スウ

																		年度 ネンド		送信可能化 カノウ カ		ﾋﾞﾃﾞｵｸﾞﾗﾑ化		BS番販		CS番販		CS(自社)		CATV番販		海外番販		機内上映		合計 ゴウケイ

																		2011年度 ネン ド		59,093		16,841		1,389		12,724		14,780		1,916		33,746		1,247		141,736

																		2012年度 ネン ド		84,960		16,222		1,604		10,084		16,397		3,230		47,564		1,516		181,577

																		2013年度 ネン ド		95,576		20,275		1,939		14,520		17,031		1,881		60,409		2,817		214,448

																		2014年度 ネン ド		127,947		16,943		1,396		14,818		16,899		5,268		70,011		4,688		257,970

				※2015年度より、著作権等管理事業者として申請受付を開始														2015年度 ネン ド		152,058		17,155		2,649		19,350		12,457		4,046		58,864		4,502		271,081

																		2016年度 ネン ド		200,171		13,346		2,496		14,774		11,327		4,500		69,345		4,599		320,558

																		2017年度 ネン ド		276,915		13,991		4,207		16,704		13,774		3,317		65,984		6,238		401,130

																		2018年度 ネン ド		336,991		12,548		5,706		16,827		13,617		3,237		64,586		8,909		462,421







aRma 申請受付数と申請内総実演家数 ※2015～2018年度



受付申請数	2015年	2016年	2017年	2018年	6946	8448	11102	11859	申請内実演家総数(延べ人数）	2015年	2016年	2017年	2018年	271081	320558	401130	462421	












